
第 124 話  パールシニアアドバイザーの真珠のおはなし⑤ 真珠の構造を知る

ジュエラー達が語る、ジュエリーのおはなし
第 127 話  パールシニアアドバイザーの真珠のおはなし⑨ 真珠の判断基準 2 テリ

夢をかなえるジュエラー

代表 ・ デザイナー    杉山 誠 （まこちゃ）

希望を描くディレクター

ジュエリーディレクター　渭原 賢明 （まーちん）

笑顔をはこぶアドバイザー

アシスタントアドバイザー髙井志津子（しずちゃん）

命をふきこむクラフトマン

クラフトマン山﨑 良明 （やまちゃん）

・メーカーを経て宝飾学校を卒業。
・JJA（日本ジュエリー協会）ジュエリーデザインアワー
ド 第 4 部門入選。

鋭い感性と確かな実力で指輪に命を吹き込みます ！

・イタリア・フィレンツェ市宝飾学校卒業
・GIA（米国宝石学会）グラデュエイトダイアモンド
・日本リ・ジュエリー協議会 1 級リモデルカウンセラー
・日本真珠振興会 パールシニアアドバイザー

国内外の多彩な経験を活かして力になります ！

・（社）日本ジュエリーデザイナー協会正会員
・JBS 宝石鑑定士
・NHK 文化センター「宝石の見分け方教室」開催
・日本リ・ジュエリー協議会 1 級リモデルカウンセラー

世界に一つのジュエリー作りに毎日ウキウキ奮闘中 ！

Instagram
atelierfilondor

Facebook
アトリエ フィロンドール

・日本ジュエリー協会ジュエリーコーディネーター
・法人営業などを経て、アパレル関連のカリスマショッ 
  プスタッフに。

いつも笑顔で、リラックスできるお店にします ！

LINE
アトリエ・フィロンドール

・広告デザイナーを経て、宝飾専門学校を優秀製作表彰
を受け卒業。
・2013 日本ジュエリーデザイン画コンテストグランプリ
・2013 パールデザインコンテスト入選

極上のセンスと技術で、特別なジュエリーを作ります ！

フィロンドール　　で検索！　　　　

　アフリカのタンザニアで世界最大のタンザナイト原石が発見されました。
タンザナイトはタンザニア北部でのみ採掘され、これまでに採掘された最大の
原石は 3.3kg。ところが今回発見された 2つはそれぞれ 9.2kg と 5.8kg で、こ
れまでの 1.5 倍から 3倍という超特大サイズでした。
　タンザニア政府が買い取った金額はおよそ 3億 6,000 万円。鉱山オーナーは
このお金で地域のためにショッピングモールや学校を建てる考えとのことです。
　原石のどの部分を、どのように研磨するかが研磨師の腕の見せどころ。この
原石からどのくらいの大きさ・美しさの宝石が磨き上げられるのか注目です。
　タンザニアの夜空のように美しいブルー。店内にも上質の大粒タンザナイト
ルース（裸石）がありますのでぜひご覧になってみてください。

世界のジュエリーNews　世界最大のタンザナイト原石が発見されました

杉山に聞いたところ、「おじいさん」と思っていたのが「おじーさ」

だったことに衝撃を受け、「じょんじょ（ぞうり）」「ぽんぽん（原付）」

に「へぇー」となり、「カミナリ様」に可愛さを感じました 笑

　それにしても、単語だけではなくイントネーションとメロディが

遠州弁の魅力。流暢に喋れるようになるのはいつの日でしょうか。

食材　鶏もも肉 300g・乾燥パセリ：お好みで
（A)　 カレー粉：大さじ1.5・ヨーグルト：大さ
じ1・焼肉のタレ：小さじ2・にんにくすりおろ
し：小さじ1/2・生姜すりおろし：小さじ1/2

①耐熱容器に鶏もも肉と (A) を入れてよくかき
混ぜ、ラップをして20分ほど冷蔵庫で漬ける。
②ラップをしたまま、600Wのレンジで8分ほ
ど加熱する。
③食べやすい大きさに切って、乾燥パセリを散
らしたら完成！

じょんじょ で ぽんぽん
　北陸出身の私が楽しい遠州弁を紹介しています。

「雷様だっただに、おじーさがじょんじょでぽんぽん

乗ってさー。危ないったらありゃ-せん。」と、遠州

マダムの会話。 いくつかの遠州弁が芸術的に組み合わ

せられた文章に「もう一回言って！？」となりました。

暑くなってきた日はスパイシーな『レンチンタンドリー』

トースターやフライ
パンで軽く表面に焦
げ目を付けたらさら
に旨い！！

タンザナイトとは
鉱物名は「ブルーゾイサ
イト」といい、ティファ
ニーが命名して販売した
ことで有名になりました。
青・紫・赤などの多色性
が魅力です。

 

　真珠の判断基準「マキ」・「テリ」・「キズ」・「色」・「形」・「大きさ」のうち、「テリ」につい

てお話します。 「テリ」とは、真珠のもつ輝き、真珠が反射する光の質を言います。

　真珠の放つ光には2種類あり、「表面反射」と「光の干渉」です。 それぞれ「表面の滑

らかさによるピカピカ」と、「整った真珠層によるグリーンやピンクの干渉色」があてはまり

ます。 この組み合わせにより、 テリの良い珠は明る＜シャープで色彩豊かになり、テリの

劣る珠は色も光もぼんやりと鈍いものになるというわけです。 こうしたテリの差は、表面

の状態と、真珠層の厚さ・均一性・光透過性などの性質によって決まります。

　真珠は表面を磨いてある程度の光沢感を出すことができます。 ところが干渉色は構

造によるものなので、真珠層が整っていなければ現れません。 金属のような硬質感と、シ

ャボン玉のような虹色。 この2つを併せ持つ真珠が高い評価を受けることになります。

景色が映り込むほどの滑ら
かさと、 ピンク ・ グリーンの
干渉色が見られる黒蝶真
珠の理想的な珠。 フィロン
ドール店頭にて。

今月の HAPPY BIRTHDAY !
7/1　荻野典子様 浜松市北区
7/1　鈴木清美様 浜松市北区
7/1　成松星来様 浜松市中区
7/6　青木大典様 浜松市東区
7/7　内山百代様 浜松市北区
7/7　佐藤享子様 浜松市南区
7/9　鈴木通之様 浜松市浜北区

 左記のお客様は、今月中に

このニュースを当店までご

持参ください。

ロクシタンのハンドクリーム

＆ソープセット「シア ナン

バーワンキット」をもれなく

プレゼントいたします｡

バースデープレゼント

クラフトマン山 ち ゃ ん の
職人の料理 

ロクシタン 「シアナンバーワンキット」

 

くわしい情報を定期的
に更新します。

想いを伝えるクラフトマン

クラフトマン加藤 友香 （ゆかちゃん）

　その⑰
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ジュエリーを通して「しあわせ」をお届けします

* * * しずちゃんの『それ遠州弁だら？』* * *

アトリエ・フィロンドール
〒431-3125 静岡県浜松市東区半田山5-17-12

最新の写真をほぼ毎日
更新しています。

お友達への情報のほか、
お問合せや連絡も。

入口のお花を綺麗にしています。ぜひ見に来てください。▶

駐車場に着いたら

☎ 0120-891-109
にお電話ください。お車までうかがって
品物をお預りして、結果を電話でご案内。

車内で全て完結します。

ドライブスルー
買取・修理をはじめました

7 月の休業日
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7/10　太田由香里様  浜松市中区
7/11　加藤義之様  浜松市東区
7/12　鈴木敬史様  磐田市
7/13　小野香代子様 浜松市東区
7/15　大平亜鐘様  浜松市浜北区
7/15　森　美貴様  浜松市浜北区
7/17　村松希代子様 浜松市浜北区

7/18　竹内好乃様  浜松市浜北区
7/25　宮下美智子様  浜松市北区
7/26　宝井和己様  浜松市浜北区
7/27　庄司千佳様  湖西市新居町
7/27　松下よし江様  周智郡森町
7/27　横山記央様  磐田市
7/30　武藤秀美様  浜松市中区

して
ますか？!

ぽっちゃり
加藤の！
第17回

　最近友人から家でよくダンスをしているとききます。Youtubeで１０分程度

の動画に合わせて一緒にやるもので、全身によく効くとのこと。あっという間の

時間と思いきやなかなかに長い…終わりがけは動きについていけずヘロヘロに。色々な動画が

あるので、日替わりで行えば飽きも来ず続けられるかも?!まずはラジオ体操から…!!

1. うつ伏せになり、両腕は体側に置きます。
　 足は腰幅程度の間隔を保ちます。
2.両膝を曲げ、手で足首を掴みます。膝の
　 間が開かないよう注意し、腰幅をキープ。
3.息を吸いながら、掴んだ手と足で均等に
   引っ張り合いつつ上体を引き上げます。
4.下腹を引き締めます。そのままの姿勢で
   3～ 5呼吸キープ。1の姿勢に戻ります。

豚挽肉とたけのこの歯応え
が良いです！ふすまパンや
豆腐と合わせても good ！

無印良品キーマカレー背中美人へ！
1 袋 /121kcal
糖質/7.5g
食物繊維/2.9g

「弓のポーズ」

期間中に 25万円以上のエンゲージリング、又はペア 30万円以上のマリッジリング
ご成約のお客様にもれなくプレゼントいたします。
お買い物や映画、音楽、アプリなど自由にお使いいただけるプリペイドカードをお
贈りします。素敵な時間を過ごしたり、新生活の準備に活用したり。お好きなブラ
ンドからお選びいただける好評のプレゼントです。
( お好きなブランドから 1種類をお選びください。)Amazon Apple Google

創業 100 周年を記念したお得なブライダルフェアをご利用ください
Amazon・Apple・Google の中からお好きなブランドのギフトカード 5,000 円分プレゼント

特典
  


